
※申請済みで記載のない事業者様は申請内容確認中のため、確認が取れ次第公開いたします。 ７⽉19⽇ 時点
宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

ホテルグレイスリー那覇 https://gracery.com/naha/ https://gracery.com/naha/ ビジネスホテル
ぬちがふぅ http://nuchigafu.okinawa.jp http://nuchigafu.okinawa.jp ⺠宿
フォールームス four-rooms.jp four-rooms.jp ペンション・貸別荘
⺠宿グリーンハウス greenh.jp 0 ⺠宿
KeikiBeachHouse＆Cafe http://www.ke-iki.com/ http://www.ke-iki.com/ ペンション・貸別荘
古宇利島KANAU http://www.kanau.co.jp ペンション・貸別荘

ON THE SAME HOTEL
https://www.instagram.com/onthesamehotel/?hl=j
a

https://abnb.me/SGTjlei3nob シティホテル

ワイズキャビン＆ホテル那覇国際通り
https://www.hpdsp.net/yscabin-
naha/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=389445

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/166
949?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

その他

マチャン・マチャン http://www.machan.jp/ ペンション・貸別荘
Mr.KINJO inn コンベンション・ベイ http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoinnconventionbay/ http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoinnconventionbay/ ビジネスホテル

おにおん倶楽部
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/75191/75191.ht
ml

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/75191/5497
079/2013/

⺠宿

ホステルサンテラスイシガキ https://www.sunterraceishigaki.com/ https://www.sunterraceishigaki.com/ その他
mui https://mui.okinawa/ https://www.chillnn.com/1763c01e5691fe リゾートホテル

アイランドヒルズ瀬底

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/16
7819?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0
&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_ki
n2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/167
819?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

その他

K's Villa Miyakojima https://www.kvm2020.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/182
394

リゾートホテル

宇望庵 www.j-bee.ne.jp/~ubou/ その他
スターリーフォレストコテージ https://starryforestcottage.com/ https://starryforestcottage.com/ ペンション・貸別荘

サーフサイドBed&Breakfast http://www.surfside-okinawa.com/
https://www.jhpds.net/surfside/uw/uwp3100/uww3
101.do?yadNo=314444

ペンション・貸別荘

B&Bタンデム http://bbtandem.jp ⺠宿

ハナムロ・イン阿嘉島
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/136131/?s_kwci
d=paidsearch&gclid=CKXQvLzZ0_gCFdlBwgUdO8ME
Bg&gclsrc=ds

⺠宿

ブルースイーツ ハナムロ
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177436/177436.
html

リゾートホテル,その他

ＧＲＧホテル那覇 https://www.grghotelnaha.com/ ビジネスホテル
マリンハウス阿波連 https://www.aharen.com https://www.aharen.com ⺠宿
旅宿もすらのたまご http://mosura-ya.wixsite.com/mysite ⺠宿
⽯垣島コテージAkeeesi365 http://r.goope.jp/310land http://r.goope.jp/310land/free/otoku2 ペンション・貸別荘
LESTEL NAHA https://lestel.jp https://lestel.rwiths.net/r-withs/tfs0010a.do シティホテル
Private House NINUFA http://ninufa.com ペンション・貸別荘
ゆくいる https://yukuiru.com/ URL無し ペンション・貸別荘
ヴィラモトブヒルズ https://www.motobu-hills.jp/ https://www.motobu-hills.jp/ リゾートホテル

ホテル沖縄withサンリオキャラクター
ズ

https://hotel-okinawa.com/ リゾートホテル

CABIN&HOTEL ReTIME https://retime.okinawa/ 無し その他
有限会社ニューセンチュリー https://www.hotelnewcentury.co.jp/ https://www.hotelnewcentury.co.jp/ ビジネスホテル
リトルアイランドオキナワ松⼭ https://little-island-okinawa.com/matsuyama/ https://myzminpaku.com/ シティホテル
ルアナレア空⼿会館前 https://luanalea.com/ https://myzminpaku.com/ シティホテル
ヴィラ泉崎 https://villaizumizaki.com/ https://myzminpaku.com/ シティホテル
ホテル海空 https://umizola.com/ https://myzminpaku.com/ シティホテル
琉球温泉 瀬⻑島ホテル https://www.resorts.co.jp/senaga https://www.resorts.co.jp/senaga/saihaken リゾートホテル
ホテルタイムリッチ https://time-rich.jp/ https://myzminpaku.com/ シティホテル

コーラルパレス恩納 by サンセットア
ベニュー

https://coralpalaceonna.com/ https://myzminpaku.com/ リゾートホテル

ザ・ペリドットスマートホテル タン
チャワード

http://theperidothotels.com/
https://go-
theperidothotels.reservation.jp/ja/searchInput

リゾートホテル

ホテルアクアチッタナハ https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha/ https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha/ リゾートホテル,シティホテル

海と星空の⼩さな宿 WASSA WASSA https://wassa-okinawa.com
https://reserve.489ban.net/client/wassa-
okinawa/0/plan

ペンション・貸別荘

クラウンホテル https://crownhotel.jp/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/72075/ ビジネスホテル
クラウンホテルアネックス https://crownhotel.jp/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/176782/ ビジネスホテル
宿ナトゥーラ http://www.zamami-natura.com/ http://www.zamami-natura.com/reserve.htm ⺠宿
リゾートホテル・ベル・パライソ belparaiso.com belparaiso.com リゾートホテル

YUMBARU HOTELS 根路銘01号室 https://www.airbnb.jp/rooms/23914021
https://www.booking.com/hotel/jp/nerome-
01.ja.html

ペンション・貸別荘

Mr.KINJO inn FUTENMA http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjofutenma/ http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjofutenma/ ビジネスホテル
CORE HOUSE ⽯垣島 https://corehouse.corecompany.jp/ ペンション・貸別荘
ファミリーヴィラトレードウインド http://tradewind.me https://www.jalan.net\nhttps://travel.rakuten.co.jp ペンション・貸別荘
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宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

フェリスヴィラスイート古宇利島
ビュー

https://nikken-hotelmgt.co.jp/kouri/ https://nikken-hotelmgt.co.jp/kouri/ ペンション・貸別荘

シーブリーズ古宇利 https://www.seabreezekouri.com リゾートホテル
G-RATIS OMOROMACHI https://g-ratis.okinawa/ https://g-ratis.okinawa/ その他
たびの邸宅 沖縄今帰仁 https://www.tabinoteitaku.jp/pages/71/ ペンション・貸別荘
villa LIFE INDAH sumuide https://life-indah.okinawa/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/184338/ その他
イリワ https://www.iriwa.org https://www.iriwa.org/お問い合わせ ⺠宿

HOTEL SANSUI NAHA 琉球温泉 波
之上の湯

https://www.resorts.co.jp/sansuinaha シティホテル

ゲストハウスちゅらククル⽯垣島 https://chura-cucule.jp/ https://chura-cucule.jp/ その他
スカイククル⽯垣島 https://www.grandvilla-cucule.jp/sky/ https://www.grandvilla-cucule.jp/sky/ その他

SALTY HOUSE
https://www.airbnb.jp/rooms/40098766?source_im
pression_id=p3_1656565712_QAtg0u1SVSwPn9OD

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/178927/ ペンション・貸別荘

SESOKO BLUE https://sesoko.blue/ 無し その他
ALOALO BEACH 川平 https://xn--aloalobeach-7e8ud3d.com/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/168261/ その他
ダブルツリーbyヒルトン那覇⾸⾥城 https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/ https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/ リゾートホテル,シティホテル

Villettina https://villettina.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/147041/147041.
html

リゾートホテル

COMMUNITY＆SPA那覇セントラルホ
テル

https://go-nahacen.reservation.jp/ja/plans? https://www.nahacen.com/ シティホテル

HOTELPINKHIBISCUS https://pink-hi.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/180338/180338.
html

リゾートホテル

旅の宿 がじゅまる
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/146884/146884.
html

なし ⺠宿

⽯垣島ビーチホテルサンシャイン https://ishigakijima-sunshine.net/ 無し リゾートホテル
Emi Full Resort https://www.emifullresort.com/ https://emifullresort.rwiths.net/r-withs/tfs0010a.do その他

プライベートプールヴィラもとぶ
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183834/183834.
html

https://www.jalan.net/yad348058/ ペンション・貸別荘

塩川ビーチリゾート
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/179915/53
38800

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/179915/533
8800

ペンション・貸別荘

ラ・カシータ古宇利
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153394/153394.
html

ペンション・貸別荘

ホテルアートステイ那覇国際通り https://www.resorts.co.jp/artstaynaha/ シティホテル
グランドキャビンホテル那覇⼩禄 https://www.grandcabinhotel.com/ その他
シーサー・イン那覇 https://shiisar.com https://shiisar.com ビジネスホテル

渡 Duo Okinawa https://duo.yeos.net/
https://www.booking.com/hotel/jp/du-duo-
okinawa.ja.html

⺠宿

EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタ
イルリゾート

https://kurashinohakko.jp/ https://kurashinohakko.jp/ リゾートホテル

コンドミニアムホテル ナゴリゾート
リエッタ中⼭

https://www.lieta-nakayama.com/ https://www.lieta-nakayama.com/ リゾートホテル

ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=66680&hcod2
=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

リゾートホテル

ベストウェスタン沖縄恩納ビーチ https://egh-okinawa.com/onna/

https://go-egh-okinawa-
onna.reservation.jp/ja/plans?child1=0&child2=0&chi
ld3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&da
yuseFlg=0&adults=1

リゾートホテル

ホテルグランビューガーデン沖縄
https://www.jhpds.net/garden-
okinawa.co.jp/uw/uwp3100/uww3101.do?yadNo=34
9942

https://www.jhpds.net/garden-
okinawa.co.jp/uw/uwp3100/uww3101.do?yadNo=34
9942

リゾートホテル

Lalamare古宇利 http://lalamare.com/ http://lalamare.com/plan リゾートホテル
⺠宿たつや旅館 http://tatsuya.client.jp/ http://tatsuya.client.jp/ 旅館,⺠宿
ブルーオーシャンリゾート⽯垣島 https://ishigakijima.info/blueocean/ https://ishigakijima.info/blueocean/ ペンション・貸別荘

⾳楽のオーベルジュ屋我地あんさんぶ
る

https://yagaji-ensemble.com ペンション・貸別荘

パノラマ・オーシャンビュー・コテー
ジ

http://www.panorama-ocean.com
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/149057/149057.
html

ペンション・貸別荘

F-tei エフ邸 http://f-tei.site/
https://www.jalan.net/yad377497/?yadNo=377497&
convertedFlg=1&ccnt=link-yad-377497-f-tei-0

リゾートホテル,旅館

MBギャラリーチャタンbyザ・テラス
ホテルズ

https://mb-gallery.jp/ リゾートホテル

リヤド  ランプ https://riadlamp.com リゾートホテル
クラブハウス ネプチューン https://www.neptune-d.com/clubhouse/index.htm https://www.neptune-d.com/clubhouse/index.htm ⺠宿
ペンション村⼭⾥ https://pensionmura.com https://pensionmura.com ペンション・貸別荘
さんにんリゾート https://www.sannin.okinawa https://www.sannin.okinawa リゾートホテル

コテージ・パラディーゾ
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/20722/20722.ht
ml

なし ペンション・貸別荘

BascoParadiso森のパラディーゾ
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/151364/151364.
html

なし ペンション・貸別荘



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

Dome Planet Oceanʼs Seven https://www.oceansseven-uruma.net https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/178638/
ペンション・貸別荘,グランピング,

その他
ヴィラさちばる https://sachibaru.jp/ https://sachibaru.jp/ ペンション・貸別荘
備瀬の宿 結 https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/147140/ リゾートホテル,⺠宿
HOTEL SHA LA LA https://www.hotel-shalala.com/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/162850/ シティホテル,ビジネスホテル
Seaside KLATCH https://seasideklatch.com/ https://seasideklatch.com/ ペンション・貸別荘
ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ https://go-egh-okinawa-kouki.reservation.jp/ja 無し リゾートホテル

オーシャンヴィラゆにの浜 https://yuninohama.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/140983/429
1747

ペンション・貸別荘

Panorama https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/177909/ ペンション・貸別荘
VILLA SIESTA https://villasiesta.jp なし リゾートホテル
ホテル浜⽐嘉島リゾート https://www.hamahiga-resort.jp/ リゾートホテル
ペンション アネラニハウス沖縄 https://okiresort.com/anelani-house/ https://okiresort.com/anelani-house/ ペンション・貸別荘
ハコブネ タイニーハウス https://www.hacobune.okinawa https://www.hacobune.okinawa ペンション・貸別荘

Mr.KINJO in MATABee http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomatabee/
https://www.jalan.net/yad380593/?yadNo=380593&
convertedFlg=1&ccnt=link-yad-380593-matab-0

ビジネスホテル

アクアリゾートインチャタン https://hpdsp.jp/aquagf/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/178421/178421.
html

その他

ペンション海のなかま http://uminonakama.net/pennsion.html http://uminonakama.net/pennsion.html ペンション・貸別荘

Mr.KINJO in MOTOBU OCEAN
TERRACE

http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomotobu/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in GUSUKU http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjogusuku/ https://www.jalan.net/yad321966/ ビジネスホテル

HOTEL MR.KINJO in Rinzu SERAGAKI http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjorinzuseragaki/ https://www.jalan.net/yad357675/ ビジネスホテル

Villa星畑
https://www.airbnb.jp/rooms/43799109?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=c13c56eb-c82e-
4dd9-9257-920966d873bd

https://www.airbnb.jp/rooms/43799109?guests=1&a
dults=1&s=67&unique_share_id=c13c56eb-c82e-
4dd9-9257-920966d873bd

ペンション・貸別荘

HOTEL Mr.KINJO in 万座ビーチ前 http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomanzabeachmae/ https://www.jalan.net/yad374515/ ビジネスホテル
Mr.KINJO in ⽯川インター http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoishikawainter/ https://www.jalan.net/yad344363/ ビジネスホテル

コテージ・シーウィンド今帰仁 https://seawind-nakijin.com

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/165
913?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

旅館

HOTEL Mr.KINJO in 沖縄北インター http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjookinawakitainter/ https://www.jalan.net/yad325446/ ビジネスホテル

ノボテル沖縄那覇 https://www.novotelokinawanaha.jp/
https://www.jalan.net/yad377388/,https://hotel.tra
vel.rakuten.co.jp/hinfo/167519/

シティホテル

HOTEL Mr.KINJO in URUMA http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjouruma/ https://www.jalan.net/yad332864/ ビジネスホテル
HOTEL Mr.KINJO in KADENA http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjokadena/ https://www.jalan.net/yad331676/ ビジネスホテル
ペンション ラナカイハウス沖縄 https://okiresort.com/lanakai-house/ ペンション・貸別荘
HOTEL Mr.KINJO in Rinzu Rycom http://mrkinjo.jp/hotel/mr-kinjo-rinzu-rycom/ https://www.jalan.net/yad380231/ ビジネスホテル
ペンション マカナレアリゾート沖縄 https://okiresort.com/makanalea-resort/ ペンション・貸別荘

HOTEL Mr.KINJO in Rycom 北中城
http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjorycomkitanakagusuk
u/

https://www.jalan.net/yad303154/ ビジネスホテル

ホテル⽇航アリビラ https://www.alivila.co.jp/ 無し リゾートホテル
ベッセルホテル⽯垣島 https://www.vessel-hotel.jp/hotel/ishigaki/ ビジネスホテル
ペンション マカナレアビーチ沖縄 https://okiresort.com/makanalea-beach/ ペンション・貸別荘
HOTEL Mr.KINJO in UCHIDOMARI http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjouchidomari/ https://www.jalan.net/yad391822/ ビジネスホテル

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイ
ランド沖縄

https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-
regency-seragaki-island-
okinawa/okaro?src=agn_oth_prop_sem_adk_okaro_r
oom_other_OKARO_ROOM_JPN_BRAND_YSS&amp;&y
clid=YSS.EAIaIQobChMI-
pmFpaPO6wIViWkqCh2luQhqEAAYAiAAEgIbbfD_BwE&
gclid=CIvToaijzusCFUuYvAodaAgNSg

https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-
regency-seragaki-island-
okinawa/okaro?src=agn_oth_prop_sem_adk_okaro_ro
om_other_OKARO_ROOM_JPN_BRAND_YSS&amp;&ycl
id=YSS.EAIaIQobChMI-
pmFpaPO6wIViWkqCh2luQhqEAAYAiAAEgIbbfD_BwE&
gclid=CIvToaijzusCFUuYvAodaAgNSg

リゾートホテル

Mr.KINJO in URASOE https://www.jalan.net/yad318120/ ビジネスホテル

ダイワロイネットホテル那覇おもろま
ち

https://www.daiwaroynet.jp/naha-omoromachi/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/134763/134763.
html

ビジネスホテル

ホテル ライジングサン宮古島 https://www.hotel-risingsun.com/ https://www.hotel-risingsun.com/ ビジネスホテル
リッチモンドホテル那覇久茂地 https://richmondhotel.jp/naha/ https://richmondhotel.jp/naha/ ビジネスホテル
Mr.KINJO アラハ http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoalahastyle/ https://www.jalan.net/yad330604/ ビジネスホテル
Mr.KINJO in ⻄原インター https://www.jalan.net/yad301137/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in MINAMIUEBARU http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjominamiuebaru/ https://www.jalan.net/yad324500/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in PREMIUM
TERRACE CHATAN

http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjochatan1/ https://www.jalan.net/yad345626/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in GRAND BLUE
CHATAN

http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjograndbluechatan/ https://www.jalan.net/yad365398/ ビジネスホテル

Mr.KINJO in MAEHARA https://www.jalan.net/yad340689/ ビジネスホテル
ラティーダ⻄表リゾート http://www.lateada.co.jp/ リゾートホテル
N's Portside 泊 https://www.jalan.net/yad330200/ ビジネスホテル
ホテルナハ港 http://www.nahakou.com/ http://www.nahakou.com/ ビジネスホテル



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

SCALLOP BEACH CONDOMINIUM https://ttokinawa.jp/scallop/ https://ttokinawa.jp/ ペンション・貸別荘

ヴィラ泡瀬111 https://villa-awase-111.com/

https://www.otsinternational.jp/hotel/okinawa/chat
an/47VAG/?sd=2022-08-01&ed=2022-08-
02&stay=1&an=2&cn=0&cn1=0&cn2=0&cn3=0&cn4=
0&cn5=0&cn6=0&rn=1&price=0,100000&event=&cpi
d=

その他

ハコブネファミリーハウス https://www.hacobune.okinawa https://www.hacobune.okinawa ⺠宿,ペンション・貸別荘
SeaSideHouse PolePole&Holiday https://churaumistay.com/ ペンション・貸別荘
ESTINATE HOTEL https://estinate.com/ https://estinate.com/ その他
とまりんハウス https://tomarin.jp/ ペンション・貸別荘

コンドミニアムGOLFGOLF壺屋 http://www.whiteterrace.okinawa/
https://web04.reserve-
system.com/members/golftsuboya/plan/

ビジネスホテル

ゆにの⾥ぱりなか https://parinaka.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/161246/395
0601

ペンション・貸別荘

ダブルツリーbyヒルトン那覇 https://doubletree-naha.hiltonjapan.co.jp/ シティホテル
GRGホテル那覇東町 https://www.grghotelnaha-h.com/ https://www.grghotelnaha-h.com/ ビジネスホテル
Eminence inn 牧志 https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoeminencemakishi/ https://www.jalan.net/yad355056/ ビジネスホテル

ぱりなかウィークリー https://parinaka-weekly.com/
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/173177/465
4006

ペンション・貸別荘

Mr.KINJO Eminence Makishi Ⅱ
https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoeminenceinnmakish
i2/

https://www.jalan.net/yad355056/ ビジネスホテル

クリスタルヴィラ宮古島砂⼭ビーチ https://crystalvilla.jp/miyakojima/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=CR010&hcod2
=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

ペンション・貸別荘,その他

Hanalee Villa Kouri https://hanaleevilla.com/ リゾートホテル
PAI BASE RESORT https://paibase.com https://paibase.com リゾートホテル

クリスルタルヴィラインギャー https://crystalvilla.jp/imgya/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=CR230&hcod2
=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

ペンション・貸別荘,その他

ハイビスリゾート https://www.hibis-resort.com/ https://www.jalan.net/yad333062/ ペンション・貸別荘

アルモントホテル那覇おもろまち https://www.almont.jp/naha-omoromachi/

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/407
68?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s
2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

ビジネスホテル

⽯垣リゾートホテル https://www.ishigaki-resort.jp/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=69630&hcod2=
001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

リゾートホテル

シーウッドホテル https://www.seawoodhotel.com/
https://www.seawoodhotel.com/?tripla_booking_wid
get_open=search&checkin=

リゾートホテル

クリスタルヴィレッジラニカイ https://resortlife.co.jp/cv-lanikai/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=CR340&hcod2
=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

ペンション・貸別荘,その他

ホテル コレクティブ https://hotelcollective.jp/ 無し シティホテル

ラカーサパナシアオキナワリゾート https://www.panacea.ne.jp/

https://panacea.rwiths.net/r-
withs/tfi0020a.do?ciDateY=2022&ciDateM=07&ciDat
eD=10&coDateY=2022&coDateM=07&coDateD=11&
otona=1&s1=0&s2=0&y1=0&y2=0&y3=0&y4=0&roo
m=1&hotelNo=139438&cdHeyaShu=1lt&planId=5302
677&dataPattern=PL&f_lang=ja

リゾートホテル

Maeda Ocean Front House https://ttokinawa.jp/mof/ https://ttokinawa.jp/ ペンション・貸別荘
真栄⽥トレーラーハウス https://ttokinawa.jp/turtle/ https://ttokinawa.jp/ ペンション・貸別荘
スーパーホテル沖縄・名護 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/nago/ https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/nago/ ビジネスホテル
池間の宿「凸凹家」 http://dekoboco.com http://dekoboco.com ペンション・貸別荘
⺠宿花城 http://hanashiro.html.xdomain.jp/top.html https://yado.knt.co.jp/st/S470372/ ⺠宿

マリンロッジ・マレア⽯垣島
https://marea-ishigaki.jp/hotel-
information/marine_lodge_marea/

https://marea-ishigaki.jp/hotel-
information/marine_lodge_marea/

シティホテル

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジ
デンス

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=62720&hcod2
=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=62720&hcod2=
001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

リゾートホテル

リブマックスアムス・カンナリゾート
ヴィラ

https://www.livemax-resort.com/okinawa/canna/ https://www.livemax-resort.com/okinawa/canna/ リゾートホテル

コンドミニオマキシ
http://condominio-makishi.com/hotel/condominio-
makishi

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/145325/?s_kwcid
=paidsearch&gclid=CKijoZ7w1vgCFeREwgUdYXIBbA&
gclsrc=ds

ビジネスホテル

コンドミニオマキシアネッソ
http://condominio-makishi.com/hotel/condominio-
makishi-annesso

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/160915/160915.
html

ビジネスホテル

エルネスト残波 https://www.ernesto-zanpa.com/
https://ernesto-zanpa.rwiths.net/r-
withs/tfi0010a.do

ペンション・貸別荘

ロガシス⽯垣野底ヴィラ https://www.logasis.com/
https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=47
000054&ty=ser&list=YES&lan=JPN

ペンション・貸別荘

CoCo Resort Sesoko https://www.cocoresortsesoko.com/ https://www.airbnb.jp/ ペンション・貸別荘



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

アラマンダ インギャーコーラルヴィ
レッジ

https://go-
theshigira.reservation.jp/ja/hotels/imgya/plans#_ga
=2.239620998.445864234.1656657756-
1747468489.1610774054

リゾートホテル

HOTEL Mr.KINJO in MIHARA https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomihara/ https://www.jalan.net/yad315048/ ビジネスホテル
HOTEL Mr.KINJO in 旭橋駅前 https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoasahibashi/ https://www.jalan.net/yad309262/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in Arcade ange
miona

https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoarcadeangemiona/ https://www.jalan.net/yad358327/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in SAKAEMACHI https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjosakaemachi/ https://www.jalan.net/yad308239/ ビジネスホテル
HOTEL Mr.KINJO in Nica's 牧志駅Ⅰ https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjonicasmakishieki1/ https://www.jalan.net/yad352766/ ビジネスホテル
ペンションニュー浜乃荘 https://hamanoso-hamamarine.okinawa https://hamanoso-hamamarine.okinawa ペンション・貸別荘
HOTEL Mr.KINJO in Nica's 牧志駅Ⅱ https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjonicasmakishieki2/ https://www.jalan.net/yad352766/ ビジネスホテル
HOTEL Mr.KINJO Miki24 in 牧志駅前 https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomiki24makishi/ https://www.jalan.net/yad396080/ ビジネスホテル
名蔵ヴィレッジ http://www.nagura-village.com/ リゾートホテル
HOTEL Mr.KINJO in HAIBISU ⻄町 https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjohaibisunishimachi/ https://www.jalan.net/yad337049/ ビジネスホテル
T-STYLE https://www.jalan.net/yad308456/ ビジネスホテル
HOTEL MrKINJO in NAHA https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjonaha/ https://www.jalan.net/yad381506/ ビジネスホテル
hotelcava https://hotelcava.jp https://hotelcava.jp リゾートホテル

ヴィラコースト⻄町 https://www.guesthouse-in-okinawa.jp/

https://www.otsinternational.jp/hotel/okinawa/nah
a/47VCN/?sd=2022-07-12&ed=2022-07-
13&stay=1&an=2&cn=0&cn1=0&cn2=0&cn3=0&cn4=
0&cn5=0&cn6=0&rn=1&price=0,100000&event=saih
akken4&cpid=

シティホテル

オリエンタルヒルズ沖縄 https://or-okinawa.com/ リゾートホテル

Resort Villa 古宇利島 Aqua blue
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/147428/147428.
html

https://www.jalan.net/yad314368/ ペンション・貸別荘

コルディオ プール＆ヴィラズ済井出 https://yadokari.okinawa/
https://www.his-
j.com/okinawa/op/campaign/index.php?hid=67

ペンション・貸別荘

Ahman Inn Island Yagaji
https://yadokari.okinawa/hotel/ahman_inn_islandy
agaji/

https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=47

その他

むりぶしの宿 https://muribushi.amebaownd.com/

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/145
053?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

ペンション・貸別荘,グランピング

Sea Breeze Sumuide
https://yadokari.okinawa/hotel/sea_breeze_sumuid
e/

https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=61

その他

沖縄のひとつ宿tinto＊tinto https://tintotinto.com https://tintotinto.com ペンション・貸別荘,その他

ホテルロイヤルマリンパレス⽯垣島
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/15088/15088.ht
ml

https://www.jalan.net/yad316063/ リゾートホテル

⻄表島ジャングルホテルパイヌマヤ
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/105968/105968.
html

https://www.jalan.net/yad370457/?screenId=UWW3
001&yadNo=370457&dateUndecided=1&stayCount=
1&yadoDetailMode=1&smlCd=471705&distCd=01

リゾートホテル

ホテルアビアンパナ⽯垣島
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183715/183715.
html

https://www.jalan.net/yad304070/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO LINK in Kume
NAHA

https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjolinkinkumenaha/ https://www.jalan.net/yad347032/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in Miegusuku https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomiegusuku/ https://www.jalan.net/yad330944/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in Shanti Van 壺川
駅

https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoshantivantsubogaw
a/

https://www.jalan.net/yad384262/ ビジネスホテル

HOTEL ANTEROOM NAHA https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/ https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/ ビジネスホテル
ゆくるん家 https://www.slc-loghomes.com/ 無し ペンション・貸別荘
やがじ家 https://www.slc-loghomes.com/ 無し ペンション・貸別荘

グランディスタイル 沖縄読⾕ ホテル
＆リゾート

https://glamdaystyle.jp/ 無し リゾートホテル

ホテルシーブリーズコーラル https://shigira.com/hotel/seabreeze https://shigira.com/ リゾートホテル

コンドミニアムMOTOBUさくらテラス https://sakura-terrace.eyado.net/ ペンション・貸別荘

よんなよんな https://yonnayonna.com/ ペンション・貸別荘

ぬかぬか https://nukanuka.jp
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/143313/143313.
html

ペンション・貸別荘

さっふぃ https://saffi.jp/home/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/165621/165621.
html

ペンション・貸別荘

ホテルリゾートイン⽯垣島 https://www.resorts.co.jp/resortinn-ishigaki
https://www.resorts.co.jp/family_room/resortinn-
ishigaki

ビジネスホテル

コスタベージャコンドミニアムリゾー
ト

https://costabellaokinawa.com/ https://costabellaokinawa.com/ リゾートホテル

ホテルサンセットヒル https://hotel-sunsethill.com/ https://hotel-sunsethill.com/ リゾートホテル
ホテルグランビュー沖縄 www.granview.co.jp/okinawa/ www.granview.co.jp/okinawa/ ビジネスホテル



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

与那原ホテル SUNRIZE・OCEAN

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/17
6620?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0
&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_ki
n2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

https://www.jalan.net/yad366646/?screenId=UWW1
402&distCd=01&rootCd=04&stayYear=&stayMonth=
&stayDay=&stayCount=1&roomCount=1&dateUndeci
ded=1&adultNum=2&roomCrack=200000&pageListN
umArea=1_10&pageListNumYad=44_1_10&yadNo=36
6646&callbackHistFlg=1

ビジネスホテル,その他

古⺠家 あさひ http://Kominka-asahi.jimdo.com/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/160684/160684.h
tml

⺠宿

 CondoStyle Halelea （Luana
House）

https://yadokari.okinawa/hotel/condostyle-halelea/
https://www.jhpds.net/halelea/uw/uwp3100/uww31
01.do?yadNo=388445

その他

CondoStyle Halelea （Mahina
House）

https://yadokari.okinawa/hotel/condostyle-halelea/
https://www.jhpds.net/halelea/uw/uwp3100/uww31
01.do?yadNo=388445

その他

ごーやー荘 https://goyahso-okinawa.com/ ⺠宿

 Sumuide Terrace H https://yadokari.okinawa/hotel/terrace_h/
https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=56

ペンション・貸別荘

 古宇利 Ocean Villa https://yadokari.okinawa/hotel/kouri_ocean_villa/
https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=60

ペンション・貸別荘

VIAUL Ocean Resort KOURI
https://yadokari.okinawa/hotel/viaul_ocean_resort_
kouri/

https://www.jhpds.net/viaul/uw/uwp3100/uww3101
.do?yadNo=374991

ペンション・貸別荘

Private Villa Lamer Kouri
https://yadokari.okinawa/hotel/private_villa_lamer_
kouri/

https://www.jhpds.net/lamerkouri/uw/uwp3100/uw
w3101.do?yadNo=330186

ペンション・貸別荘

川平の宿 やすらぎ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/142848/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/142848/ ペンション・貸別荘

KEN KEN VILLA YUUMODORO
https://yadokari.okinawa/hotel/ken-ken-villa-
yuumodoro/

https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=124

ペンション・貸別荘

リザンシーパークホテル⾕茶ベイ https://www.rizzan.co.jp/ https://www.rizzan.co.jp/ リゾートホテル

 MINATO CHATAN SEASIDE
CONDOMINIUM

https://yadokari.okinawa/hotel/minato-chatan-
seaside-condominium/

https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=54

その他

姉と弟の家 https://inafukuke.com/ ペンション・貸別荘

 ツカサコンド北⾕アラハ
https://yadokari.okinawa/hotel/tsukasacondo_chat
an_araha/

https://www.his-
j.com/okinawa/op/campaign/index.php?hid=67

その他

ホテルブリーズベイマリーナ https://shigira.com/hotel/breezebay 無 リゾートホテル

ホテルマハイナウェルネスリゾートオ
キナワ

https://www.mahaina.co.jp/ リゾートホテル

ホテルゆがふいんおきなわ https://www.yugaf.com/ シティホテル

沖縄ハーバービューホテル https://oka-hvh.com/index.html

https://oka-
hvh.com/index.html?tripla_booking_widget_open=se
arch&hotel_plan_code=16744004&is_including_occup
ied=true

シティホテル

アラマハイナ コンドホテル https://www.ala-mahaina.com/ リゾートホテル
ロイヤルビューホテル美ら海 https://royalview-churaumi.com/ リゾートホテル
Maruka⽯垣島 http://www.maruka-ishigaki.com/ http://www.maruka-ishigaki.com/ 旅館
プチスイート崇元寺⽯⾨ https://petitsuite-sogenji.com/ https://www.jalan.net/yad386714/ その他
国際タウンズイン https://www.townsinn.jp/ 無し シティホテル

テラスリゾート⼤⼭ http://www.resort-terrace.com/oyama/index.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/147880/147880.
html

その他

ペンション ムーンヴィラ https://moon-villa.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/69353/69353.ht
ml

旅館

テラスリゾート新都⼼
http://www.resort-
terrace.com/shintoshin/index.html

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153127/153127.
html

その他

テラスリゾート北⾕WEST http://www.resort-terrace.com/chatan/index.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/166238/166238.
html

その他

かりゆしコンドミニアムリゾート宮古
島ふくぎステイズ

https://kariyushi-condo.jp/facility/hukugi_stays/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/172935/172935.
html

その他

Rinzu SHIOZAKI http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoshiozaki/
https://www.jalan.net/yad349155/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

テラスリゾートMIHAMA http://www.resort-terrace.com/mihama/index.html
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183219/183219.
html

その他

Mr.KINJO in NISHIZAKI http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjonishizaki/
https://www.jalan.net/yad375238/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

Mr.KINJO in NISHIZAKI Ⅱ http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjonishizaki2/
https://www.jalan.net/yad375238/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

東急ステイ沖縄那覇 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/ON/ https://www.tokyustay.co.jp/hotel/ON/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in こども病院前 http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjokodomobyouin/
https://www.jalan.net/yad390398/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in Airport http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoairport/
https://www.jalan.net/yad382605/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

Mr.KINJO MIYAKO ISLAND http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomiyakoisland/
https://www.jalan.net/yad308934/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

Mr.KINJO Mighty One 宮古島
http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomightyonemiyakojim
a/

https://www.jalan.net/yad349634/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

HOTEL Mr.KINJO 宮古島 パイナガマリ
ゾート

http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjopainagamaresort/
https://www.jalan.net/yad326830/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

⻄鉄リゾートイン那覇 https://nnr-h.com/n-inn/naha/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO LINK in kugai 宮古
島

http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjolinkkugaimiyakojima/
https://www.jalan.net/yad371218/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO in NISHIZATO宮古島 http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoinnishizato/
https://www.jalan.net/yad313420/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

ちちぬぅーじ https://chichinuji.studio.site/ https://www.jalan.net/yad325708/ ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO inn MIYAKOJIMA http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjomiyakojima/
https://www.jalan.net/yad333887/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

HOTEL Mr.KINJO inn 下⾥南 http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoshimosatominami/
https://www.jalan.net/yad386804/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

ホテルまるき https://hotelmaruki.jp/ https://hotelmaruki.jp/ ビジネスホテル
本部グリーンパークホテル https://www.hmi-resort.jp/motobu/ 無し リゾートホテル

Mr.KINJO happiness resortⅡ
http://mrkinjo.jp/hotel/mr-kinjo-happiness-resort-
ii/

https://www.jalan.net/yad301069/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

Mr.KINJO happiness resort Ⅰ
https://www.jalan.net/yad327823/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

美ら海ビレッジ1号店 https://churaumi-village.com https://churaumi-village.com ペンション・貸別荘

HOTEL Mr.KINJO GOLDEN CATS http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjogoldencats/
https://www.jalan.net/yad375484/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

美ら海ビレッジ2号店 https://churaumi-village.com https://churaumi-village.com ペンション・貸別荘

HOTEL Mr.KINJO Suns in ISHIGAKI http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjosunsishigaki/
https://www.jalan.net/yad301815/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

Mr.KINJO beach side Kafu-shi http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjobeachsidekafushi/
https://www.jalan.net/yad377535/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

美ら海ビレッジ3号店 https://churaumi-village.com https://churaumi-village.com ペンション・貸別荘
美ら海ビレッジ プール＆テラス https://churaumi-village.com https://churaumi-village.com ペンション・貸別荘
美ら海ビレッジ2号店 グランピング https://churaumi-village.com https://churaumi-village.com グランピング

⼜吉コーヒー園
https://www.hpdsp.net/matayoshicoffee/hw/hwp31
00/hww3101.do?yadNo=367988

https://www.hpdsp.net/matayoshicoffee/hw/hwp31
00/hww3101.do?yadNo=367988

ペンション・貸別荘

ホテルサンセットテラス https://www.frontier-resort.co.jp/sunset-terrace/ リゾートホテル,ビジネスホテル
パシフィックホテル沖縄 https://pacifichotel.jp https://pacifichotel.jp シティホテル

Hotel Mr. KINJO inn D-buil https://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjodbuil/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/160824/160824.
html

ビジネスホテル

かねひで喜瀬カントリークラブ https://www.kise-cc.jp/ https://www.kise-cc.jp/clubhouse/ ペンション・貸別荘

HOTEL Mr.KINJO PRETTY CATS http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoprettycats/
https://www.jalan.net/yad375484/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

ザ・サザンリンクスリゾートホテル
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/28
251

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/282
51

リゾートホテル

HOTEL MR.KINJO En⽯垣 http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjoenishigaki/
https://www.jalan.net/yad309338/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

古宇利島CASA FUKURUBI https://fukurubi.com/

https://travel.rakuten.co.jp/?s_kwcid=paidsearch&gb
raid=0AAAAAD-
xRgOcBTNioAojUdJRQOEK_41fj&gclid=EAIaIQobChMI
wquI0Lne-AIVj2SLCh2mFQMeEAAYASAAEgLX-
fD_BwE&gclsrc=aw.ds

旅館

HOTEL Mr.KIJO GRAND CATS http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjograndcats/
https://www.jalan.net/yad375126/?contHideFlg=1&
PopupMode=window

ビジネスホテル

ホットクロスポイント サンタモニカ https://shigira.com/hotel/santamonica https://shigira.com/hotel/santamonica リゾートホテル

HOTEL Mr.KINJO STRAY CATS http://mrkinjo.jp/hotel/mrkinjostraycats/
https://www.jalan.net/yad375126/?screenId=UWW3
301&yadNo=375126&smlCd=471702&distCd=01&ya
doDetailMode=1

ビジネスホテル

キーウエストクラブ http://www.keywestclub.info/ http://www.keywestclub.info/ 旅館
さくらや 国際通り https://okinawa-sakuraya.com/kokusai/ 無し その他
カーヌスバザマミ https://kanusuba.jp/ リゾートホテル
さくらや コンベンションシティ https://okinawa-sakuraya.com/conventioncity/ 無し その他
リーガロイヤルグラン沖縄 https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp/ 無し シティホテル
ルネッサンスリゾートオキナワ https://renaissance-okinawa.com/ https://renaissance-okinawa.com/ リゾートホテル
かねひで喜瀬ビーチパレス https://www.kise-beachpalace.jp/ リゾートホテル
コンフォート・ヴィラ https://comfortvilla.exp.jp https://comfortvilla.exp.jp リゾートホテル
ココガーデンリゾートオキナワ https://cocogarden.com/ https://cocogarden.com/ リゾートホテル

はいむるぶし https://www.haimurubushi.co.jp/

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=63700&hcod2=
001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=&_ga=2.22
1556177.890536501.1656897379-
2081650286.1654242767

リゾートホテル

クリアスホテル壺川マルシェ https://marche-hotel.com https://marche-hotel.com シティホテル
かねひで恩納マリンビューパレス https://www.onna-marineviewpalace.jp/ リゾートホテル
アートホテル⽯垣島 https://www.art-ishigakijima.com/ https://www.art-ishigakijima.com/packages リゾートホテル,シティホテル



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

MUKAKA VILLA 古宇利島 https://www.mukaka.info/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153099/153099.
html

ペンション・貸別荘

鸛巣KOUNOSU https://www.mukaka.co/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177513/177513.
html

ペンション・貸別荘

ＪＡＭＣｌｕｂＨｏｕｓｅＲｅｓｏｒ
ｔ

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/182014/182014.
html

ペンション・貸別荘

宮古島東急ホテル＆リゾーツ
https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-
h/index.html

https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-
h/index.html

リゾートホテル

翡翠巣KAWASEMINOSU https://www.mukaka.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/177711/177711.
html

ペンション・貸別荘

フクギテラス https://fukugi-terrace.jp/
https://www3.yadosys.com/reserve/ja/plan/list/147
/djegfbghhfgjgngmfehggpdn/all

ペンション・貸別荘

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラ
ズ

https://www.fusaki.com/ リゾートホテル

ネイチャーみらい館 https://www.nature-kin.com/ 旅館

ホテルルートイン名護
https://www.route-
inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_86/

https://www.route-
inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_86/

ビジネスホテル

ゲストハウスあやぐやー
https://www.ayaguya.com/%E3%81%94%E4%BA%88
%E7%B4%84-
%E7%A9%BA%E5%AE%A4%E7%8A%B6%E6%B3%81/

https://www.booking.com/hotel/jp/guesthouse-
ayaguya.ja.html?auth_success=1

その他

ラ・ジェント・ホテル沖縄北⾕ https://lagent.jp/chatan/ https://lagent.jp/chatan/ シティホテル
ホテルピースランド久⽶ http://peace-k.jp/kume/ http://peace-k.jp/kume/reserv/ ビジネスホテル
ウッドペッカー今帰仁 https://woodpecker-nakijin.com/ https://woodpecker-nakijin.com/ その他
i love 385  【イラブサンハチゴ】 https://ilove385.co.jp/ 無し ペンション・貸別荘
オクマプライベートビーチ＆リゾート https://okumaresort.com/ リゾートホテル
ホテル ストレータ 那覇 https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/ https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/ シティホテル
沖縄古⺠家壽屋 https://www.airbnb.com/h/okinawakominka https://www.airbnb.com/h/okinawakominka ペンション・貸別荘
しらほハウス https://www.shiraho-house.com/ https://www.jalan.net/yad306746/ ペンション・貸別荘
テラスガーデン美浜リゾート https://www.terrace-garden.com/ https://www.terrace-garden.com/ シティホテル

 ANA インターコンチネンタル万座ビー
チリゾート

https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay
_pc/rsv/index.aspx?cond=or&hi_id=32&lang=ja-
JP&dt=2022%2F08%2F03&mc=2&rc=1&le=1

https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_
pc/rsv/index.aspx?cond=or&hi_id=32&lang=ja-
JP&dt=2022%2F08%2F03&mc=2&rc=1&le=1

リゾートホテル

ヒヤグンラナイリゾート https://www.hiyagun-lanairesort.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/173144/173144.
html

リゾートホテル

ホテルオロックス http://orox-naha.com/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153341/153341.
html

ビジネスホテル

星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawa
seragaki/

https://hoshinoresorts.com/JA/hotels/0000000204 リゾートホテル

One Suite THE TERRACE https://www.onesuitehotelgroup.com/theterrace/ https://www.onesuitehotelgroup.com/theterrace/ リゾートホテル
ホテルさくらのファミリア名護 https://sakurano-familia.com/ リゾートホテル
AJリゾートアイランド伊計島 http://www.aj-hotels.com/ http://www.aj-hotels.com/ リゾートホテル

ジ・ウザテラスビーチクラブヴィラズ https://www.terrace.co.jp/uza/
https://www.terrace.co.jp/reserve/?HOTEL_ID=5&la
ng=jp&term_mode=0&S_IN_OVER=Y&SEARCH_TYPE=
P

リゾートホテル

ザ・テラスクラブアットブセナ https://www.terrace.co.jp/clubatbusena/
https://www.terrace.co.jp/reserve/?HOTEL_ID=4&la
ng=jp&S_IN_OVER=Y&SEARCH_TYPE=P

リゾートホテル

グランヴィリオリゾート⽯垣島 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/
https://www.route-inn.com/stays/rinn/ishigaki-
resort/reservation/ent.html

リゾートホテル

ホテルリブマックスBUGET那覇 https://www.hotel-livemax.com/okinawa/naha/ ビジネスホテル
島宿 願寿屋 http://ganjuya.com https://www.jalan.net/yad381437 その他

ホテルルートイン那覇旭橋駅東
https://route-
inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_64/

https://route-
inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_64/

ビジネスホテル

スマイルホテル沖縄那覇
https://smile-
hotels.com/hotels/show/okinawanaha

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/67438/67438.ht
ml

ビジネスホテル

ホテルリブマックスBUGET那覇泊港 https://www.hotel-livemax.com/okinawa/tomariko/ ビジネスホテル
ダイワロイネットホテル那覇国際通り https://www.daiwaroynet.jp/naha-kokusaidori/ 無し ビジネスホテル

マリブビーチハウス https://maribu-beach-house.business.site/?m=true
https://www.booking.com/hotel/jp/maribu-beach-
house.ja.html?aid=304142;label=gen173nr-
1FCAEoggI46AdIFVgEaHWIAQGYARW4ARjIAQzYAQHo

ペンション・貸別荘

コンドミニアム ルアナ https://abnb.me/EUGyhOHjorb https://abnb.me/EUGyhOHjorb ペンション・貸別荘

イーフコンドミニアム久⽶島
https://eef-condominium-
kumezima.business.site/?m=true

無し リゾートホテル

ルートイングランティア⽯垣 https://www.hotel-grantia.co.jp/ishigaki/ https://www.hotel-grantia.co.jp/ishigaki/ ビジネスホテル
HOTEL towaie https://lit.link/hoteltowaie https://instagram.com/hoteltowaie その他
Sea Breeze https://seabreeze-okinawa.jp/ https://seabreeze-okinawa.jp/ ペンション・貸別荘
ペンションほろほろ https://pension-holoholo.com/ https://pension-holoholo.com/ ペンション・貸別荘
HOTEL AZAT http://www.hotelazat.com ビジネスホテル

SeaSideHouse ⼤宜味
https://www.airbnb.jp/rooms/24679261?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=832b0e1f-ac2f-
498c-b5f6-750be2438a01

ペンション・貸別荘



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

OHAYO HOUSE
https://www.airbnb.jp/rooms/36617984?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=1a9b3056-ffa1-
496d-baf4-0f1284b6443b

ペンション・貸別荘

ジ・アッタテラスクラブタワーズ https://www.terrace.co.jp/clubtowers/#!
https://www.terrace.co.jp/reserve/?lang=jp&HOTEL_
ID=3&S_IN_OVER=Y&SEARCH_TYPE=P&utm_source=
clubtowers&utm_medium=go2plans

リゾートホテル

ホテルベルハーモニー⽯垣島 http://peace-k.jp/bell/

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/752
20?&f_teikei=&f_nen1=&f_tuki1=&f_hi1=&f_nen2=&f_
tuki2=&f_hi2=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f
_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2
=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

ビジネスホテル

リゾートホテルブエナビスタ今帰仁 https://www.buenavista.okinawa.jp/ https://www.buenavista.okinawa.jp/ リゾートホテル

ホテルピースランド⽯垣島 http://peace-k.jp/ishigaki/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/18367/18367.ht
ml

ビジネスホテル

レンブラントスタイル那覇 https://rembrandt-style.com/naha https://rembrandt-style.com/naha ビジネスホテル

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャ
ンスパ

https://kariyushi-oceanspa.jp/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=64710&hcod2=
001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

リゾートホテル

グリーンリッチホテル沖縄名護 https://greenrichhotels.jp/nago/access/
https://www.rj-
win.jp/USER_PC/plan/detail/group_id/1/hotel_id/23
3/plan_id/2

ビジネスホテル

ホテルタイラ http://www.h-taira.co.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/12551/12551.ht
ml

ビジネスホテル

ホテルロコアナハ http://www.rocore.jp/ シティホテル

Good Day Hotel
https://www.airbnb.jp/rooms/43616136?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=43c8de29-2db0-
4558-a235-7f405ea372c8

ペンション・貸別荘

OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5okinawa
naha/

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/181957/181957.
html

シティホテル

オディシス恩納リゾートホテル https://odysisonna.com/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/181776/ リゾートホテル

ホテルピースアイランド⽯垣イン⼋島 http://peace-k.jp/yashima/
https://peace-k.rwiths.net/r-
withs/tfi0010a.do?hotelNo=53173

ビジネスホテル

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES
NAHA

https://exes-naha.jp/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=86380&hcod2=
001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

シティホテル

villaあお https://villa-okinawa.jp httpa://travel.rakuten.co.jp その他

KOURI Ocean Moon cottage
https://www.airbnb.jp/rooms/45742935?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=4a671994-7812-
4531-9233-08fe3c21918c

ペンション・貸別荘

東横イン那覇国際通り美栄橋駅
https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00055?lcl_id=ja

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00055?lcl_id=ja

ビジネスホテル

スカイテラス ちゅらしま https://skyterrace-churashima.com https://skyterrace-churashima.com ペンション・貸別荘

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES
ONNA

https://www.exes-kariyushi.com/
https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=64720&hcod2=
001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

リゾートホテル

Seaside Condominium Rana Chatan https://www.rana-chatan.jp/
https://joyhotels.rwiths.net/r-
withs/tfi0010a.do?hotelNo=163116&GCode=joyhotel
s&vipCode=&f_lang=ja

その他

Ma-Ru-Zu。
https://www.airbnb.jp/rooms/49866388?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=55c7f44e-84ae-
45e7-9b9d-43db0579b58e

ペンション・貸別荘

南⻄観光ホテル https://www.nansei-kanko.com/
https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=47
000038&lan=JPN&_ga=2.166033079.807519087.165
6913074-2061523829.1617757041

シティホテル

ホテルリブマックスBIGET那覇松⼭
https://www.hotel-
livemax.com/okinawa/nahamatsuyama/

ビジネスホテル

オキナワグランメールリゾート https://www.okinawa-grandmer.com/ リゾートホテル
古宇利掟屋（ウッチヤー） https://www.jalan.net/yad375633/ https://www.kouri-utchiya.com/ ペンション・貸別荘

海宙道SeaSpaceRoad
https://www.airbnb.jp/rooms/43424502?guests=1&
adults=1&s=67&unique_share_id=43e66e87-5794-
4448-81c2-35967606e9c3

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/172069/ ペンション・貸別荘

リゾートハウスみなみ https://www.facebook.com/minami.kumejima/ ⺠宿
ヒルトン沖縄瀬底リゾート https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/ リゾートホテル
ロコイン沖縄 http://rocoinn-okinawa.jp/ ビジネスホテル
ロコイン松⼭ http://rocoinn-matsuyama.jp/ ビジネスホテル
南の美ら花ホテルミヤヒラ https://www.miyahira.co.jp/ https://www.miyahira.co.jp/ シティホテル

ザ・ブセナテラス https://www.terrace.co.jp/busena/
https://www.terrace.co.jp/reserve/?lang=jp&HOTEL_
ID=1&S_IN_OVER=Y&SEARCH_TYPE=P&utm_source=
busena&utm_medium=go2plans

リゾートホテル

ホテルユクエスタ東町 https://yq-agarimachi.jp/ ビジネスホテル



宿泊施設名 商品掲載サイトURL1 商品掲載サイトURL2 カテゴリー

ANAインターコンチネンタル⽯垣リ
ゾート

https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/ https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/ リゾートホテル

ホテル・アンドルームス那覇ポート https://www.hotel-androoms.com/anp/ https://www.hotel-androoms.com/anp/ ビジネスホテル

ザ・プールリゾート沖縄
https://poolresort.okinawa/?tripla_booking_widget_
open=search&type=plan

https://poolresort.okinawa/?tripla_booking_widget_o
pen=search&type=plan

リゾートホテル

ホテルピースアイランド⽵富島 http://peace-k.jp/taketomi/ その他
カヌチャリゾート https://www.kanucha.jp/ リゾートホテル
ホテルユクエスタ旭橋 https://yuquesta.jp/ ビジネスホテル
HOTEL LOCUS https://okinawa-uds.co.jp/hotels/hotellocus/ シティホテル
メヌホット https://www.menuhot.co.jp/ ペンション・貸別荘
パームスプリングス宮古島 https://www.palmsprings-miyakojima.com/ https://www.palmsprings-miyakojima.com/ シティホテル
星のや⽵富島 https://hoshinoya.com/taketomijima/ https://hoshinoya.com/taketomijima/ リゾートホテル
海⼈の宿 https://kariyushi-condo.jp/facility/uminchuno_yado/ https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/147905/ その他
ゲストハウス アンシー https://www.annsea-ishigaki.com/ ペンション・貸別荘

Kafuu Resort Fuchaku CONDO ・
HOTEL

https://www.kafuu-okinawa.jp/ リゾートホテル

ヒルトン沖縄北⾕リゾート
https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-
okinawa-chatan-resort

https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-
okinawa-chatan-resort/stay

リゾートホテル

Ecot 下⾥2

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=1b472892e377
4078f1275172822848f5&tripla_booking_widget_ope
n=search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=1b472892e3774
078f1275172822848f5&tripla_booking_widget_open=
search

シティホテル

アルモントホテル那覇県庁前 https://www.almont.jp/naha/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/149360/149360.
html

ビジネスホテル

オーシャンヒルズ⻑楽ステイ https://kariyushi-condo.jp/facility/cho-raku_stay/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/151158/151158.
html

その他

Ecot 久⾙1

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=83b060bba44fe
f2a089a6c24c81ab2c6&tripla_booking_widget_open
=search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=83b060bba44fef
2a089a6c24c81ab2c6&tripla_booking_widget_open=s
earch

シティホテル

Ecot 下⾥3

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=bf08c45d24690
a96925505ce71febaa1&tripla_booking_widget_open
=search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=bf08c45d24690a
96925505ce71febaa1&tripla_booking_widget_open=s
earch

シティホテル

⻑浜ビーチリゾート海⾳KANON
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/68237/68237_st
d.html

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/68237/68237_st
d.html

リゾートホテル,ペンション・貸別荘

BEVERLY HILLS VILLA Miyakojima
Resort

https://www.palm-
resorts.com/beverlyhills/?code=5d3fd40fc5f589399c
4f5894d58d9a72&tripla_booking_widget_open=sear
ch

https://www.palm-
resorts.com/beverlyhills/?code=5d3fd40fc5f589399c
4f5894d58d9a72&tripla_booking_widget_open=searc
h

シティホテル

AQUASENSE Hotel & Resort https://www.aquasense.jp/ リゾートホテル

ＧＬＯＣＥ コンドミニアムリゾート
北⾕ ＲＯＵＴＥ５８

https://gloce.airhost.co/houses/274744 https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/172402/
リゾートホテル,シティホテル,ペン

ション・貸別荘

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北⾕リ
ゾート

https://doubletree.hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/d
oubletree-by-hilton-okinawa-chatan-resort

https://doubletree.hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/do
ubletree-by-hilton-okinawa-chatan-resort/stay

リゾートホテル

ecot 伊良部⼤橋 Premier

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=d5cb339610b3
4c28321c9215fab51a93&tripla_booking_widget_ope
n=search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=d5cb339610b34
c28321c9215fab51a93&tripla_booking_widget_open=
search

シティホテル

ホテルカリフォルニア宮古島リゾート

https://www.palm-
resorts.com/california?code=cd098b89381ad34371
e11cebff478279&tripla_booking_widget_open=searc
h

https://www.palm-
resorts.com/california?code=cd098b89381ad34371e
11cebff478279&tripla_booking_widget_open=search

シティホテル

Villa Capri Miyakojima

https://www.palm-
resorts.com/villacapri/?code=c67998ca6bc648a480
a1dae1f5a15def&tripla_booking_widget_open=searc
h

https://www.palm-
resorts.com/villacapri/?code=c67998ca6bc648a480a
1dae1f5a15def&tripla_booking_widget_open=search

シティホテル

Condominium T-Room
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153607/153607
_std.html

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153607/153607_
std.html

その他

もとぶいこいの宿 やまちゃん https://kariyushi-condo.jp/facility/fac_yamachan/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153355/153355.
html

ペンション・貸別荘

Ecot 下⾥1 Villa

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=1a713aed46ea
e7b85d86a0a4a3beab49&tripla_booking_widget_op
en=search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=1a713aed46eae
7b85d86a0a4a3beab49&tripla_booking_widget_open
=search

シティホテル

ザ・サンセットビレッジ沖縄北⾕ https://www.the-sunset-village.okinawa/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/166300/166300_
std.html

その他

ecot 伊良部⼤橋 Sunset Hills

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=aa923f23da0ff0
4aef4bd3c95c4b3b0a&tripla_booking_widget_open=
search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=aa923f23da0ff0
4aef4bd3c95c4b3b0a&tripla_booking_widget_open=s
earch

シティホテル
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ecot 砂⼭ビーチ

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=83c1f02dfe13e
9669dbc85ca725bb199&tripla_booking_widget_open
=search

https://www.ecot-
miyakojima.com/reservation/?code=83c1f02dfe13e9
669dbc85ca725bb199&tripla_booking_widget_open=
search

シティホテル

ホテルサンタバーバラ宮古島リゾート

https://www.palm-
resorts.com/santabarbara?code=08b34ea03e6a965
04beb7e4e3add43f5&tripla_booking_widget_open=s
earch

https://www.palm-
resorts.com/santabarbara?code=08b34ea03e6a9650
4beb7e4e3add43f5&tripla_booking_widget_open=sea
rch

シティホテル

naha-de.asobu https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/182548/
https://www.chillnn.com/177d40f34fb27a#hotelMen
u

シティホテル

ブルーオーシャン ホテル＆リゾート
宮古島

https://www.blueocean-miyakojima.com/ https://www.blueocean-miyakojima.com/ リゾートホテル

コテージスターハウス今帰仁
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/176742/176742
_std.html

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/176742/176742_
std.html

その他

かりゆしコンドミニアムリゾート名護
シーサイドハウス

https://kariyushi-
condo.jp/facility/fac_sea_side_house/

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/160738/160738.
html

ペンション・貸別荘

HELLO HOTEL RCE https://hellohotel-rce.com https://hellohotel-rce.com リゾートホテル

ローズテラス備瀬
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/164613/164613.
html

その他

かりゆしコンドミニアムリゾート⾦武
ヤカ シーサイド

https://kariyushi-
condo.jp/facility/fac_yaka_seaside/

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/160888/160888.
html

その他

ホテルパティーナ⽯垣島 https://www.patina.in/ https://www.patina.in/ シティホテル

美ら海テラス
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/176691/176691.
html

その他

ラパン ミハマレジデンスホテル https://yadokari.okinawa/hotel/lapin/
https://www.his-
j.com/okinawa/op/hotel_detail/?opid=50

シティホテル

那覇ウエスト・イン https://78west-inn.jp/ https://78west-inn.jp/ ビジネスホテル

オーシャンフロントYAMAKAWA
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/153554/153554.
html

その他

オーベルジュ⽫の上の⾃然 http://www.obn-sara.com/ http://www.obn-sara.com/ リゾートホテル,⺠宿,その他

シーサイドホテル ザ・ビーチ
https://yadokari.okinawa/hotel/seaside_hotel_the_
beach/

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/280
29?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s
2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

ビジネスホテル

Motobu Terrace https://mt.base.okinawa/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/178942/178942.
html

ペンション・貸別荘

The Grand Hotel Ginowan https://thegrandhotelginowan.com/ 無し ビジネスホテル

かりゆしコンドミニアムリゾート那覇
スカイ・リビングホテル旭橋駅前

https://www.skyliving-hotel.ryukyu/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/180091/180091.
html

シティホテル

ワイズイン那覇⼩禄駅前 https://ys-inn.jp https://ys-inn.jp ビジネスホテル
KARIYUSHI LCH.Izumizaki県庁前 https://kariyushi-lch.jp/izumizaki/ シティホテル
KARIYUSHI LCH.2nd Izumizaki https://kariyushi-lch.jp/izumizaki_second/ シティホテル

KARIYUSHI LCH.RESORT on The
Beach

https://kariyushi-lchresort.jp/ リゾートホテル

かりゆしコンドミニアムリゾート那覇
⿓神ホテル浮島

https://ryujin-hotel.okinawa/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/181339/181339.
html

シティホテル

ゲストハウスなんで家ねん http://yasuyado.okinawa
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/147708/147708.
html

旅館,⺠宿,その他

Little Island Okinawa 名護
https://kariyushi-condo.jp/facility/little-island-
nago/

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/164590/164590.
html

その他

かりゆしコンドミニアムリゾート名護
RB villa

https://kariyushi-condo.jp/facility/rb-villa/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/165223/165223.
html

ペンション・貸別荘

ホテル サン・クイーン https://www.sun-queen.com/ https://sun-queen.rwiths.net/r-withs/tfi0010a.do ビジネスホテル

SPICE MOTEL OKINAWA https://spicemotel.com/
https://www.chillnn.com/17172bf4493bb/plan/17d5
5861e9c27f

その他

ksfungardeninn今帰仁 https://www.ksfungarden.com/ ペンション・貸別荘,グランピング
ホテルロベルトソンハーバー https://shigira.com/hotel/robertson 無 リゾートホテル
ウェルネスヴィラブリッサ https://shigira.com/hotel/brisa 無 リゾートホテル
かたあきの⾥ https://kataaki.com/ 旅館

コンドミニアムリゾート那覇リビング
イン旭橋駅前プレミア

https://www.livinginn-
asahibashiekimae.okinawa/premier_concept.php

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/153
504?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

ビジネスホテル

Gift https://villarental-ishigaki.jp/ ペンション・貸別荘
⺠宿あわい https://awaiwaiwai0406.wixsite.com/awai https://awaiwaiwai0406.wixsite.com/awai ⺠宿

コンドミニアムリゾート那覇リビング
イン旭橋駅前アネックス

https://www.livinginn-
asahibashiekimae.okinawa/annex_concept.php

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/153
504?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

ビジネスホテル

エンドレスサマー沖縄 北店 https://endless-summer.okinawa/ 無し ペンション・貸別荘
エンドレスサマー沖縄 南店 https://endless-summer.okinawa/ 無し ペンション・貸別荘
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イーフビーチホテル https://www.courthotels.co.jp/kumejima/ 現在無し リゾートホテル
海乃宿うるまんちゅ https://www.urumanchu.com/ https://www.urumanchu.com/ ペンション・貸別荘
コテージ宙 https://cottage-sora.com/ ペンション・貸別荘
KOURI BASE NAO https://kouri-base-noa.studio.site/ ペンション・貸別荘
お庭にピザ窯のあるおうち https://www.airbnb.jp/rooms/16579497 https://www.airbnb.jp/rooms/16579497 ⺠宿
クリスタルイン恩納 https://www.crystalinnonna.com/ 無し 旅館
沖縄国際ユースホステル https://www.oiyh.org/ https://www.oiyh.org/ その他
ペンションRefresh https://main-okinawa-pension.ssl-lolipop.jp/ https://main-okinawa-pension.ssl-lolipop.jp/ ペンション・貸別荘

沖縄プリンスホテル オーシャンビュー
ぎのわん

https://www.princehotels.co.jp/ginowan/ https://www.princehotels.co.jp/ginowan/plan/all/ リゾートホテル

奥やんばるの⾥ https://okuyanbarunosato.net/ https://okuyanbarunosato.net/ ペンション・貸別荘

ホテルむら咲むら https://nakamay8.wixsite.com/hotelmurasakimura
https://www.jhpds.net/hotel_murasakimura/uw/uwp
3100/uww3101.do?yadNo=357400

リゾートホテル

ウェルネスリゾート沖縄休暇センター
ユインチホテル南城

https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=47
100842&ty=lim&plan=258&lan=JPN

https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=471
00842&ty=lim&plan=255&lan=JPN

リゾートホテル

Villa de FLEUR SECRET VILLAS https://ulabo.info/fleur/secret-villas/
https://www.ikyu.com/vacation/00050974/?ikCo=ik0
00407&ikyh=1&sc_e=sydd_spt_s_p_header_title

リゾートホテル

HOTEL PRECIA http://hotel-precia.jp/ シティホテル,ビジネスホテル

オリエンタルホテル沖縄リゾート＆ス
パ

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/ 準備中 リゾートホテル

Chula Vista SENAGA https://chulavista-senaga.com/ シティホテル

Sunset Resort 美浜
https://www.okinawa-stay-
lab.com/facility/cat/hotel/sunsetresort.html

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/180989/180989.
html

リゾートホテル

カリーコンド美ら海 https://karry-condo.com/

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/177
856?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_
s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=
&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_static=1

リゾートホテル

ＪＲ九州ホテル ブラッサム那覇 https://www.jrk-hotels.co.jp/Naha/ 無し ビジネスホテル
ラグナガーデンホテル https://www.laguna-garden.jp https://www.laguna-garden.jp リゾートホテル,シティホテル
ゆくれば前島ホテル https://www.hotelmaejima.com https://www.hotelmaejima.com シティホテル
波の上クリスタルホテル https://crystalhotel.jp/naminoue/nami-about/ https://travel.rakuten.co.jp/ ビジネスホテル
ライカムクリスタルホテル https://crystalhotel.jp/rycom/ https://www.jalan.net/ シティホテル,ビジネスホテル
ロワジールホテル＆スパタワー那覇 https://www.loisir-naha.com/ https://www.loisir-naha.com/stay/ シティホテル

TheBREAKFASTHOTEL MARCHE⽯垣
島

https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima ビジネスホテル

ホテルJAＬシティ那覇 https://www.naha.jalcity.co.jp/ シティホテル
トリップショットホテルズ・コザ https://koza.tripshot-hotels.com https://koza.tripshot-hotels.com シティホテル
トリップショットヴィラズ・ハマヒガ https://hamahiga.tripshot-hotels.com https://hamahiga.tripshot-hotels.com リゾートホテル
ザ・プールリゾート ヴィラ⼀期⼀会 https://ichigoichie.rwiths.net/r-withs/tfi0010a.do https://ichigo-ichie.okinawa/ ペンション・貸別荘

ザ・プールリゾート ヴィラアスタ
マーニャ

https://www.jhpds.net/hastamanana.okinawa/uw/u
wp3100/uww3101.do?yadNo=351917

https://xn--cck3bs2c8e5a4n.com/ ペンション・貸別荘

プライベートヴィラ・エスパシオ恩納 https://espacio.okinawa/ https://espacio.okinawa/ ペンション・貸別荘
ペンションシーサー https://www.seasir.com/aka/inn ペンション・貸別荘
スマートコンド泊 https://smacon-tomari.jp https://smacon-tomari.jp その他
美ら海オンザビーチMOTOBU https://churaumi-motobu.jp https://churaumi-motobu.jp その他
OKINAWACITYHOTEL https://www.okinawacity-hotel.com/ 無し シティホテル
ホテル ハンビーリゾート https://www.hambyresort.com/ 無し ⺠宿

イラフSUIラグジュアリーコレクショ
ンホテル沖縄宮古

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=75260&hcod2
=001&hidmode=select&hidSELECTroomtype=00066
&mode=seek

https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=75260&hcod2=
001&hidmode=select&hidSELECTroomtype=00066&
mode=seek

リゾートホテル

ツリーフル ツリーハウス https://treeful.net/ https://treeful.net/ リゾートホテル


